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報道関係者各位 

 

2015 年 3 月 6 日 

株式会社リンクアンドモチベーション 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

経営コンサルティングを手がける株式会社リンクアンドモチベーション（代表取締役社：小笹 芳央、本社：東

京都中央区、以下 LM）は、2015 年 3 月 5 日にベストモチベーションカンパニーアワード 2015 を開催しました。

働く人々の価値観が多様化する中、企業にとって社員のモチベーションを向上させることが命題となっています。

社員ひとりひとりのモチベーションが強い企業を創り、強い企業が日本を熱くする。第 5 回目となる本イベントで

は、LMLMLMLM のののの 2014201420142014 年社員モチベーション調査実施企業年社員モチベーション調査実施企業年社員モチベーション調査実施企業年社員モチベーション調査実施企業 166166166166 社から選出されたモチベーション指数の高い企業社から選出されたモチベーション指数の高い企業社から選出されたモチベーション指数の高い企業社から選出されたモチベーション指数の高い企業 10101010

社を発表社を発表社を発表社を発表しました。 

 

 

1 位は、（株）PLAN-B が受賞。「日本を代表するインターネットカンパニーを創る」という企業理念を社

員ひとりひとりが持つことで、高いモチベーションを生み出し、1 位という結果につながりました。2 位以

降のランキングに関しては、下記をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

※写真は昨年のものです。 

 

 

 

 

 

TOP10 に選出された企業は、【人的資源】 【目標達成】 【動機形成】 【仕事内容】の項目が、モチ

ベーションインデックス（MI）の高さを牽引していました。 

具体的には、「経営陣が信頼でき、率先行動するマネジャーがいる」「魅力的な人材が社内にいること」

「職場で目標が共有され、全員が全力を投じている」「責任ややりがいを感じる仕事をまかされている」な

どの項目です。 

 

 

 

ご報告ご報告ご報告ご報告    

ベストモチベーションカンパニーベストモチベーションカンパニーベストモチベーションカンパニーベストモチベーションカンパニーアワードアワードアワードアワード2012012012015555を開催を開催を開催を開催    

「「「「社員モチベーションが高い企業社員モチベーションが高い企業社員モチベーションが高い企業社員モチベーションが高い企業10101010社を発表社を発表社を発表社を発表」」」」    

1 位は株式会社 PLAN-B が受賞！    

■■■■2015201520152015 年度ランキング結果の考察年度ランキング結果の考察年度ランキング結果の考察年度ランキング結果の考察    
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  社名 創業年 社員数 事業内容 

1 株式会社 PLAN-B 2003 年 250 名

【デジタルマーケティング領域】 

SEO サービス、リスティング広告、 

Web サイト構築、コンテンツマーケティング 

2 
イングホールディングス 

株式会社 
1972 年 150 名

リクルート求人媒体を中心とした総合広告代理業

会社パンフレット、ポスター、チラシ等の企画・制作 

3 株式会社ネクスト 1995 年 642 名

・不動産情報サービス事業 

総掲載物件数 No.1 の不動産・住宅情報サイト

「HOME'S（ホームズ）」の運営 

・その他事業 

保険ショップ検索・予約サイト「MONEYMO（マネ

モ）」の運営 

家具・ インテリ ア EC サイト「 HOME'S  Style

Market」の運営 

4 
住友林業ホームサービス 

株式会社 

1906 年 433 名不動産の売買・賃貸・賃貸管理などの不動産流

通事業、及び不動産関連事業 

5 株式会社ウィルゲート 2006 年 106 名

クラウドソーシングによるコンテンツ提供を軸にした

Web ソリューション事業 

主婦に光をあてたメデイア事業 

6 
MED Communications 

株式会社 
1993 年 250 名

リフォームの設計・施工 

電解水素水（還元水）整水器の販売・営業支援 

飲食店の企画・運営・プロデュース 

7 日本瓦斯株式会社 1955 年 899 名
関東一円グループで、110 万世帯のお客様の生

活を支えるガスを中心とした総合エネルギー事業 

8 
佐竹食品株式会社  

株式会社Ｕ＆Ｓ 
1969 年 1,250 名スーパーマーケット 

9 株式会社ネオキャリア 2000 年 1,068名
【人材・IT・グローバル】を軸に国内 28 拠点・海外

8拠点へ展開する人材総合サービス会社 

10 光明興業株式会社 1955 年 500 名

総合アミューズメント企業 

パチンコ事業、ホテル事業、サービスエリア事業、 

ゲーム（ARG）事業他 

 

 

 

 

「ベストモチベーションカンパニー「ベストモチベーションカンパニー「ベストモチベーションカンパニー「ベストモチベーションカンパニーアワードアワードアワードアワード 2015201520152015」」」」    TOP10TOP10TOP10TOP10 企業企業企業企業    
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をもとに算出しました。
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■■■■モチベーションサーベイ

株式会社リンクアンドモチベーション

TEL

 

■報道関係者のお問い合わせ先

株式会社リンクアンドモチベーション

TEL

 

 

 

 

お問お問お問お問いいいい合合合合わわわわせ先せ先せ先せ先

株式会社リンクアンドモチベーション

■代表取締役会長

■本社：東京都中央区銀座

■事業内容：モチベーションエンジニアリングによる企業変革コンサルティング

  

 ■グループ会社：株式会社リンクグローバルソリューション

株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ、株式会社リンク・マーケティング、株式会社リンク・アイ、株式会社インタラック

株式会社リンクアカデミー、株式会社モチベーションアカデミア、株式会社リンクスポーツエンターテインメント、株式会社リンクダイニング

株式会社リンク・リレーション・エンジニアリング

2014 年に LM の提供する

ーションインデックス）値」の高さや企業規模などから社員モチベーションの高い企業上位

もの。今年で 5回目です

をもとに算出しました。

社員モチベーション調査社員モチベーション調査社員モチベーション調査社員モチベーション調査

「社員モチベーション調査（

がモチベーションを高め、どんな要素がモチベーションを低める

のかを明らかにするために、社員に対して

す。 

質問項目質問項目質問項目質問項目は、以下の

 1. 全体的な満足度を問う

 2. モチベーションの源泉を問う

・編集項目編集項目編集項目編集項目は、重要度×満足度の

MIMIMIMI（モチベーションインデックス）値」とは（モチベーションインデックス）値」とは（モチベーションインデックス）値」とは（モチベーションインデックス）値」とは

モチベーションサーベイ

「組織への期待」 「組織への満足」

モチベーションサーベイ

株式会社リンクアンドモチベーション

TEL：03-3538-8671

■報道関係者のお問い合わせ先

株式会社リンクアンドモチベーション

TEL：03-3538-9517

せ先せ先せ先せ先    

株式会社リンクアンドモチベーション

■代表取締役会長

■本社：東京都中央区銀座

■事業内容：モチベーションエンジニアリングによる企業変革コンサルティング

 モチベーションマネジメント事業（

■グループ会社：株式会社リンクグローバルソリューション

株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ、株式会社リンク・マーケティング、株式会社リンク・アイ、株式会社インタラック

株式会社リンクアカデミー、株式会社モチベーションアカデミア、株式会社リンクスポーツエンターテインメント、株式会社リンクダイニング

株式会社リンク・リレーション・エンジニアリング

の提供する「社員モチベーション調査

ーションインデックス）値」の高さや企業規模などから社員モチベーションの高い企業上位

回目です。今回のデータ

をもとに算出しました。 

社員モチベーション調査社員モチベーション調査社員モチベーション調査社員モチベーション調査」」」」とはとはとはとは    

「社員モチベーション調査（Motivation Survey)

ションを高め、どんな要素がモチベーションを低める

のかを明らかにするために、社員に対して

は、以下の 2 つで構成される。

全体的な満足度を問う

モチベーションの源泉を問う

は、重要度×満足度の

（モチベーションインデックス）値」とは（モチベーションインデックス）値」とは（モチベーションインデックス）値」とは（モチベーションインデックス）値」とは

モチベーションサーベイの結果を基に判定される組織のモチベーション指数のこと。

「組織への満足」

モチベーションサーベイ・ランキング結果に関するお問い合わせ先

株式会社リンクアンドモチベーション

8671  FAX：

■報道関係者のお問い合わせ先

株式会社リンクアンドモチベーション

9517  FAX：

株式会社リンクアンドモチベーション

■代表取締役会長：小笹芳央    

■本社：東京都中央区銀座 3－

■事業内容：モチベーションエンジニアリングによる企業変革コンサルティング

モチベーションマネジメント事業（

■グループ会社：株式会社リンクグローバルソリューション

株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ、株式会社リンク・マーケティング、株式会社リンク・アイ、株式会社インタラック

株式会社リンクアカデミー、株式会社モチベーションアカデミア、株式会社リンクスポーツエンターテインメント、株式会社リンクダイニング

株式会社リンク・リレーション・エンジニアリング

社員モチベーション調査

ーションインデックス）値」の高さや企業規模などから社員モチベーションの高い企業上位

今回のデータ収集期間は

    

Motivation Survey)

ションを高め、どんな要素がモチベーションを低める

のかを明らかにするために、社員に対して 

つで構成される。 

全体的な満足度を問う 「総合満足度」「総合満足度」「総合満足度」「総合満足度」

モチベーションの源泉を問う 「モチベーションファクター」「モチベーションファクター」「モチベーションファクター」「モチベーションファクター」

は、重要度×満足度の 2 軸で整理する。

（モチベーションインデックス）値」とは（モチベーションインデックス）値」とは（モチベーションインデックス）値」とは（モチベーションインデックス）値」とは    

の結果を基に判定される組織のモチベーション指数のこと。

「組織への満足」 「その一致度合」などから総合的に算出する。

・ランキング結果に関するお問い合わせ先

株式会社リンクアンドモチベーション  モチベーションエンジニアリング研究所

：03-3538-8672

■報道関係者のお問い合わせ先 

株式会社リンクアンドモチベーション グループ

：03-3538-8672

株式会社リンクアンドモチベーション  http://www.lmi.ne.jp/

    ■資本金：

－7－3 銀座オーミビル

■事業内容：モチベーションエンジニアリングによる企業変革コンサルティング

モチベーションマネジメント事業（人事・教育支援

■グループ会社：株式会社リンクグローバルソリューション

株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ、株式会社リンク・マーケティング、株式会社リンク・アイ、株式会社インタラック

株式会社リンクアカデミー、株式会社モチベーションアカデミア、株式会社リンクスポーツエンターテインメント、株式会社リンクダイニング

株式会社リンク・リレーション・エンジニアリング 
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社員モチベーション調査（Motivation Survey)

ーションインデックス）値」の高さや企業規模などから社員モチベーションの高い企業上位

収集期間は 2014

Motivation Survey)」は、社員のモチベーション状態を調査し、どんな要素

ションを高め、どんな要素がモチベーションを低める

 実施する施策で

 

「総合満足度」「総合満足度」「総合満足度」「総合満足度」 

「モチベーションファクター」「モチベーションファクター」「モチベーションファクター」「モチベーションファクター」

軸で整理する。 

の結果を基に判定される組織のモチベーション指数のこと。

「その一致度合」などから総合的に算出する。

・ランキング結果に関するお問い合わせ先

モチベーションエンジニアリング研究所

8672  Email：

グループデザイン本部

8672  Email：

調査調査調査調査概要概要概要概要

http://www.lmi.ne.jp/ 

■資本金：13 億 8,061 万円

銀座オーミビル ■Tel：03

■事業内容：モチベーションエンジニアリングによる企業変革コンサルティング

人事・教育支援）、エントリーマネジメント事業（

■グループ会社：株式会社リンクグローバルソリューション、株式会社リンクイベントプロデュース

株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ、株式会社リンク・マーケティング、株式会社リンク・アイ、株式会社インタラック

株式会社リンクアカデミー、株式会社モチベーションアカデミア、株式会社リンクスポーツエンターテインメント、株式会社リンクダイニング

Motivation Survey)

ーションインデックス）値」の高さや企業規模などから社員モチベーションの高い企業上位

2014 年 1 月～12

社員のモチベーション状態を調査し、どんな要素

ションを高め、どんな要素がモチベーションを低める

実施する施策で

「モチベーションファクター」「モチベーションファクター」「モチベーションファクター」「モチベーションファクター」 

 

の結果を基に判定される組織のモチベーション指数のこと。

「その一致度合」などから総合的に算出する。

・ランキング結果に関するお問い合わせ先 

モチベーションエンジニアリング研究所

：motiken@lmi.ne.jp

デザイン本部 広報・秘書ユニット

：pr@lmi.ne.jp

概要概要概要概要    

万円  ■証券コード：

03-3538-8671（代表）

■事業内容：モチベーションエンジニアリングによる企業変革コンサルティング 

）、エントリーマネジメント事業（

株式会社リンクイベントプロデュース

株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ、株式会社リンク・マーケティング、株式会社リンク・アイ、株式会社インタラック

株式会社リンクアカデミー、株式会社モチベーションアカデミア、株式会社リンクスポーツエンターテインメント、株式会社リンクダイニング

Motivation Survey)」の実施企業より、「

ーションインデックス）値」の高さや企業規模などから社員モチベーションの高い企業上位

12 月。166 社（42,980

社員のモチベーション状態を調査し、どんな要素

    

                                                                                                                                                                

「「「「4eyes® Windows4eyes® Windows4eyes® Windows4eyes® Windows

の結果を基に判定される組織のモチベーション指数のこと。 

「その一致度合」などから総合的に算出する。  

モチベーションエンジニアリング研究所 大島 

motiken@lmi.ne.jp 

・秘書ユニット 

lmi.ne.jp 

■証券コード：2170（東証一部）

（代表） ■創業：

）、エントリーマネジメント事業（採用・動員支援

株式会社リンクイベントプロデュース、 

株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ、株式会社リンク・マーケティング、株式会社リンク・アイ、株式会社インタラック

株式会社リンクアカデミー、株式会社モチベーションアカデミア、株式会社リンクスポーツエンターテインメント、株式会社リンクダイニング

実施企業より、「MI（モチベ

ーションインデックス）値」の高さや企業規模などから社員モチベーションの高い企業上位 10 社を表彰

社（42,980 人）のデータ

社員のモチベーション状態を調査し、どんな要素

                                                                                                                                                                

4eyes® Windows4eyes® Windows4eyes® Windows4eyes® Windows」」」」  

 

 崇 

（東証一部） 

■創業：2000 年 4 月

採用・動員支援） 

 

株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ、株式会社リンク・マーケティング、株式会社リンク・アイ、株式会社インタラック

株式会社リンクアカデミー、株式会社モチベーションアカデミア、株式会社リンクスポーツエンターテインメント、株式会社リンクダイニング

 

（モチベ

社を表彰する

人）のデータ

社員のモチベーション状態を調査し、どんな要素

                                                                                                                                                                

 

月  

 

株式会社リンクコーポレイトコミュニケーションズ、株式会社リンク・マーケティング、株式会社リンク・アイ、株式会社インタラック、 

株式会社リンクアカデミー、株式会社モチベーションアカデミア、株式会社リンクスポーツエンターテインメント、株式会社リンクダイニング、 

                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                


